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新しい出会いがあるかもね。
Vol.

異業種からの野外活動施設の指定管理運営 Ⅰ

2010年冬号
平成22年１月15日

大阪府キャンプ協会 理事／大阪府立総合青少年野外活動センター 所長
指定管理者 大阪府森林組合 菅沼 肇

平成18年4月、大阪府立総合青少年野外活動セン

ターの指定管理者として新たな運営がスタートしまし

下刈や間伐・枝打などの育林、伐採など
『山』
を主要事

が大きく変わると混乱をきたすおそれがありました。

市場や製材所の運営、
木造住宅の建築など
『木』
に係わ

る事業や近年では木質バイオマスを使ったペレットの

製造など
『環境』の事業も伸びてきています。
しかし、

前から予約申し込みをされている方が多く、運営方法

そういったことから初年度はスムーズな移行を目指し

ていたので基本的にそれ以前のやり方を踏襲しまし
た。

いかなければなりません。森林組合らしさを出すため、

ーの運営実績です。
これら施設の運営実績や森林・木

ただいた方に好感を持っていただけるようなハード面

森林整備や木材の活用などを積極的に進め、来場い

に関するノウハウを次世代の森づくり・人づくりに生

での施設づくりに力を入れてきました。
おかげ様で、施

管理に参入した目的でした。

営方法の方向性は間違っていなかったと自負しており

かしていきたいというのが野外活動センターの指定
さて、実際に運営にあたってみると、全くの素人集

団ですから、
どこにどんな施設や設備があるのか組織

設がきれいになったと利用者から好評を得ており、運

ます。

もうひとつの問題は、青少年活動財団との関係でし

キャンプとはどんなものかなど解らないことだらけで

た。当センターのスタッフには、前述したように森林組

は、開設以来当センターを管理運営してきた大阪府青

大阪府との契約には、森林組合・財団との間には役割

一から覚える事ばかりでした。
そういう時助かったの
少年活動財団の存在でした。今回の指定管理の契約

には、
引継要員や専門プログラムの指導スタッフとし

て財団職員が初年度8名配属され、以後段階的に削

減され最終5名の配属となっていました。
これらの財

合職員の他に、
財団の職員が数名配置されていました。
分担が記されていましたが、
現実に明確な役割分担を
進めていくのは難しいことでした。
そこで、初めから役

割分担を明確にせず双方が乗り入れで互いに協力をし

ながらやっていこうという方法をとりました。
良い仕事

団職員の方に支えられて何とかスムーズな運営が出

は良い職場環境から生まれてくると思い、互いの溝を

今回の指定管理にあたって事業計画を提出してい

結果、大きな問題もなく3年間運営して来れたのだと

来てきたのかなと思っています。

ますが、実際の運営に当たっては計画通りにはなかな
か実行できない事もたくさんありました。運営実態が

作らず良い協力関係を築くよう努めてきました。
その
思います。
（次号に続く）

事務局日誌
広報部会（森之宮庁舎）
■10月16日
（金）
キャンプディレクター２級養成講習会（PD）
■10月16日
（金）
（府立総合青少年野外活動センター）
〜18日
（日）
キャンプディレクター２級養成講習会（MD）
■10月17日
（土）
（府立総合青少年野外活動センター）
〜18日
（日）
キャンプディレクター１級養成講習会
■10月30日
（金）
（府立総合青少年野外活動センター）
〜11月3日（火・祝）
素敵世代野外学校
■11月28日
（土）
（府立総合青少年野外活動センター）
〜29日
（日）
■12月5日（土）
・6日（日）ＣＤ塾「酒井哲雄のキャンプの世界Ⅱ」
（大阪ＹＭＣＡ国際文化センター）

編集後記
「21 世紀出生児（2001 年生）」
7 3.7％の子どもが、
テレビ・携帯
ゲームをしている。
（厚労省調べ）
冬こそキャンプでアウトドアへ！！
（武村）
編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
城越幸一、武村尚史、中山羊奈、
橋本啓、橋本恵典、松田寿春
※ご意見・ご希望がありましたら事務局まで
お寄せ下さい

大阪府キャンプ協会は、会員及び事業参加者等の個人情報については、適切・厳重に管理・保護してまいります。

〒536-0025 大阪市城東区森之宮1-6-102 森之宮庁舎２階 ユースサービス大阪内
TEL : 06-6167-1200 FAX : 06-6167-1201 Contact : osaka@camping .or.jp
ホームページ : http://www.osaka-camping.jp

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

酒井哲雄のキャンプの世界Ⅱ
〜阿南から、東京から、明日のキャンプを考える〜

一方で指定管理者制度導入による変化も追求して

なんといっても今回の指定管理を受けた決め手は
『観

光』事業である昭和54年開設の高槻森林観光センタ

発行者／吉水泰彦

状態で計画通りに進めてよいということになります。

しかし、
センターの利用者の大半はリピーターで、1年

業にしています。
また、
伐採した材をセリ売りする共販

編 集／大阪府キャンプ協会

細かく募集要項に記されておらず、逆にいえば白紙の

た。我々大阪府森林組合は、大阪府内の森林所有者約

7千人の出資により設立された協同組合です。植林、
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ンプは
皆さんのキャ プですか？
どんなキャン

日 程
平成21年12月5日
（土）
・6日
（日）
会 場
大阪YMCA国際文化センター
参加者
5日35名・6日25名

か？
キャンプ仲間の輪が広がっています

キャンプの価値について語れますか？

大阪府キャンプ協会では関西の組織キャンプの先達である先輩 CD（キャンプデ
ィレクター）をお招きし、お一人おひとりのキャンプの世界、辿って来られた道か
ら学ぶ機会として、CD 塾を開催しています。
今回の CD 塾は講師として史上初めて２回目となる酒井哲雄氏（日本キャンプ
協会名誉会長）をお招きし、永吉宏英氏（大阪府キャンプ協会副会長 / 大阪体育大
学学長）がコーディネーターを務め開催されました。会場には現役バリバリの大学
生から大先輩であるシニアの指導者まで幅広い世代
様々なお話を語っていただきました
のキャンプ仲間が集いました。
初日のセッションでは幼少期から、戦中、戦後と酒
井氏の貴重な写真をスライドしながら、キャンプと
の出会いとなる、瀬戸内の島での母親との初めての
キャンプから始まり、人生の歩みと共に組織キャン
プの足跡をたどるお話となりました。その中でも海
洋キャンプの先駆けである YMCA 阿南国際海洋セ
幼少の頃よりの貴重なお話も…
ンターや、鹿屋体育大学海洋スポーツセンター開設
当初のお話は大変興味深く、また現代社会における組織キャンプの果たすべき役
CD 塾で熱心に聞き入るみなさん
割まで、会場のキャンプ仲間の質疑、ご意見を交えながら学びの時となりました。
２日目のセッションは大阪府キャンプ協会設立までの経緯、日本キャンプ協会でご尽力されてきた事、指導者養
成事業の推進、国際ネットワークの強化などについての想いを、過去の諸原稿などを交えながら伺いました。また、
今の野外活動で話題に上がる野外施設の指定管理
についてや、文科省が進めている自然体験活動指
導者養成の話なども、今後の組織キャンプへの期
待をこめてお話をいただきました。
酒井哲雄のキャンプの世界、その歩みから新
たな学びを深めると共に、キャンプを通して
の多くの出会い、豊かな交わりが希望に満ち
た人生を育むのだと感じました。酒井名誉会
長のキャンプの世界にどっぷりと浸かっ
た２日間となりました。
ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター橋本

啓

（広報部会）
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素敵世代野外学校

2009 第19回全国キャンプ大会 IN 高知・むろと

黒潮の恵みを体感 室戸にきてみいや〜

〜晩秋の山をのんびりと満喫〜
平成21年11月28日
（土）〜29日
（日）1泊2日
大阪府立総合青少年野外活動センター
参加者19名
校長：石田易司 氏
（大阪府キャンプ協会副会長・桃山学院大学教授）
講師：吉原一夫氏（創作作家・ＣＤ１級）
松井鴻氏（草木あそび塾 主宰）
木内功氏（野外活動センター 専門指導員）

剣尾山頂で

記念写真！

フレームをつくって
最高の思い出づくり

時雨模様の中、能勢電鉄山下駅に集合し、能勢の郷までバスで移動。
ここからいよいよ、野外活動センターま
でのハイキング。行者山を通って、
月峯寺跡付近で昼食をとり、
その後、剣尾山山頂を経由して、無事に本館に到
着しました。時折冷たい風が吹き抜ける中、
山を埋め尽くす紅葉の景色を楽しみながら歩きました。
続いて吉原一夫氏の
「もの作りチャレンジ」。板状のパーツを張り合わせて、写真フレームを作ります。松ぼっ
くりやどんぐり、小枝、葉っぱなどをデコレーションし、
ハイキングの写真を早速プリントして、
フレームにセット
すれば思い出の品が一つ完成しました。
夕ご飯は、
ダッヂオーブン料理づくし。
メニューは“かっぽ鶏風”“鮭のグラタン”“芋
ごはん”“豚ともやしの温サラダ”。材料を切るのはお手の物でしたが、
ダッヂオーブン
（ＤＯ）
で調理すると？興味津々です。炭を敷いた上にＤＯを置き、
フタにも炭を乗せ、
待つこと約30分。各ＤＯからいい匂いが…。
フタを開けるといい感じに出来上がって
います。
どれもおいしくいただきました。
お腹がいっぱいになった後は、交流タイム。学生スタッフの歌と振りつきの楽しい
ゲームに始まり、石田易司校長のキャンプの話や、
ギター演奏にあわせて、全員で
「め
ぐりあい」
の合唱。
このキャンプで初めて顔を合わす人達も一つになれたひと時でし
あっという間に
夜はまだまだ続きます。飲み物とおつまみを片手に、
ホールのあちらこちらで、趣
キツネのお面！ た。
味や旅行、昔の懐かしい話をしている間に1日が終わりました。
２日目は選択プログラム。
自然観察「フォト」
と
「野遊びいろいろ」
の２コース。
「フォト」
コースは木内功氏指導
の元、各自が持参したデジタルカメラを片手に、素敵な自然を探しにフィールドへ出ました。色付いた葉を接写し
たり、木の実を並べてみたり。一つの被写体に様々な角度から迫ってみたり。後で自慢のフォトをプロジェクター
で写し出し、
みんなに披露しました。
「野遊び」
コースは、松井鴻氏による自然物を使ったクラフト。
こちらも先ずはフィールドに出て、歩きながら身
近な枝や木の葉を使って、
フクロウやカゴ、皿、
キツネのお面など解説付きでその場で作られました。
そう言えば、
昔はいろいろ作って遊んでましたよネ。
その後、
しめ縄作りに挑戦。わらを両手で捻るのがポイントですが、
なか
なか難しい所です。手のみならず、
口も動かして楽しい時間を過ごしました。
自分のペースで思い思いに晩秋の能勢を満喫した、素敵世代のステキなキャンプでした。
（財）大阪府青少年活動財団

武村 尚史（広報部会）

ーが
メニュ
な
う
そ
おいし
！！
ずらり
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鮭のグ

ラタン

ん

芋ごは

かっぽ鶏風

ラダ

10月10日
（土）から12日
（月・祝）の３連休に、第19回
全国キャンプ大会が、高知県キャンプ協会の主管で開催
されました。会場の国立室戸青少年自然の家には、全国
から290名余りの参加者が集いました。開会式では、
CAMPING AWARDの表彰が行われ、
１７名と３団体に
盾が贈られました。大阪府からは、社団法人ガールスカウ
ト日本連盟大阪府支部が受賞され、高木支部長が代表で
受け取られました。
開会式に引き続き行われた大阪体育大学学長の永吉
宏英先生の基調講演では、
キャンプの今後の方向性につ
いて、
いくつかの貴重な提言をいただけました。
その後は、
「ユニバーサルキャンプ」
「環境と野外活動」
などの４つの分科会やウェルカムパーティと内容豊富な
プログラムが続きました。
２日目はフリーチョイスプログラムとして、室戸の地な
らではの12コースが準備されていました。夜の懇親会で
は、鳴子踊りが披露され、参加者も鳴子を手にして、踊り
興じました。
そして最終日には、
ワークショップが行われ、
高知県キャンプ協会による
「カツオのタタキ実演」
など、参
加者は思い思いのプログラムに参加しました。
土佐高知の歴史や自然、豊かな文化、そして厚い人情

に触れる体験のできた濃い３日間を過ごしました。帰阪
の車中では、来年の岐阜大会へ想いをはせながら、
あらた
めて全国津々浦々のキャンプ人の熱い想いを確かなもの
と再認識し、
キャンプの更なる発展を確信することができ
ました。

大阪人間科学大学 森園 忠勝
（大阪府キャンプ協会 理事）

みんな、
鳴子を手に

授賞式での
GS 高木
支部長

・
・
・
・日本の組織キャンプ展開から・
・半世紀を越えて・
・
・場・プログラム・人の・
・これからを再 考のとき・
・
・
・
（財）
大阪府地域福祉推進財団

かれこれ40年前、大阪のキャンプ協会
のルーツともいうべき「組織キャンプ研
究会」が大阪Ｙ・神戸Ｙとアサヒキャンプ
そして能勢の野外活動センターのスタッ
フ15人ほどで開始された。夏のキャンプ
シーズンを除いて毎月例会を持ち、その
6年後には研究したものをまとめて出版
した。それが250ページにおよぶ「キャ
ンプＣＡＭＰ・その理論と実際」
（ミネル
ヴァ書房・初版２千部）であった。
1977年の初版を久し振りに開いてみ
た。はじめの記述に「キャンプの実態は
知らなくてもキャンプということばを知
らない人はいないと思われる。しかも現
在の小学生高学年以上でいわゆる青少
年といわれる広いゼネレーションでは、
一度もキャンプ経験がないという人を探
すのに骨がおれるという有様である。し
かし一方 すべての児童は、よい遊び場
と文化財を用意され、わるい環境からま
もられる という児童憲章の条文が空文
化されている社会の現状から、青少年の

坂谷

恵司（専門委員長）

キャンプの運営は誰もが簡単にできるこ
とではなく、理論と経験にうらづけられ
た受容的人格のある専門スタッフでなく
大阪府キャンプ協会会長 吉水泰彦
てはその成果を到底望むことはできな
い。」とあり、当時の状況がうかがえる。
さて、30年を経過した現状と比較すれば
どのように変化したのか共に考えたい。
公営施設が約640カ所を数え、キャンプ
の仲間も増え、全国各地にキャンプ協会
が設立されてきた。しかし一方で、大阪
でも近年老舗キャンプの50年での残念
健全育成といえば組織キャンプだという な閉鎖や能勢のセンターの設置条例の
過大と思える期待を背負い込みつつある 廃止、財政難を理由に多くの公的施設の
ともいえる。事実、政府をはじめ各地方自 指定管理者制度の導入と経費削減が相
治体では政策の一つの目玉商品として組 次ぐ状況となっている。多くの従事者が
織キャンプ場の建設をかかげ、各地で公的 努力を続ける中で少子化多様化の世情
とデフレの追い打ちに無情とも変転とも
な野外施設が次々誕生している。
このように組織キャンプは期待され、 いえるさまであるが、これからが真の方
その当事者はこれに応えようと努力し 向を開く改革と自立への道、専門家の時
ている。しかし問題は施設ができたとし 代と考えたい。
ても、実際にだれが、どのように組織化
し、運営するかということである。組織

ファイアーサイドのおしゃべり

・
・
・
・ベーデンパウエル卿のボーイスカウト・
・
・夫人のガールガイド活動展開より10 0 年 が 経 過・
・
・
・
２
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素敵世代野外学校

2009 第19回全国キャンプ大会 IN 高知・むろと

黒潮の恵みを体感 室戸にきてみいや〜

〜晩秋の山をのんびりと満喫〜
平成21年11月28日
（土）〜29日
（日）1泊2日
大阪府立総合青少年野外活動センター
参加者19名
校長：石田易司 氏
（大阪府キャンプ協会副会長・桃山学院大学教授）
講師：吉原一夫氏（創作作家・ＣＤ１級）
松井鴻氏（草木あそび塾 主宰）
木内功氏（野外活動センター 専門指導員）

剣尾山頂で

記念写真！

フレームをつくって
最高の思い出づくり

時雨模様の中、能勢電鉄山下駅に集合し、能勢の郷までバスで移動。
ここからいよいよ、野外活動センターま
でのハイキング。行者山を通って、
月峯寺跡付近で昼食をとり、
その後、剣尾山山頂を経由して、無事に本館に到
着しました。時折冷たい風が吹き抜ける中、
山を埋め尽くす紅葉の景色を楽しみながら歩きました。
続いて吉原一夫氏の
「もの作りチャレンジ」。板状のパーツを張り合わせて、写真フレームを作ります。松ぼっ
くりやどんぐり、小枝、葉っぱなどをデコレーションし、
ハイキングの写真を早速プリントして、
フレームにセット
すれば思い出の品が一つ完成しました。
夕ご飯は、
ダッヂオーブン料理づくし。
メニューは“かっぽ鶏風”“鮭のグラタン”“芋
ごはん”“豚ともやしの温サラダ”。材料を切るのはお手の物でしたが、
ダッヂオーブン
（ＤＯ）
で調理すると？興味津々です。炭を敷いた上にＤＯを置き、
フタにも炭を乗せ、
待つこと約30分。各ＤＯからいい匂いが…。
フタを開けるといい感じに出来上がって
います。
どれもおいしくいただきました。
お腹がいっぱいになった後は、交流タイム。学生スタッフの歌と振りつきの楽しい
ゲームに始まり、石田易司校長のキャンプの話や、
ギター演奏にあわせて、全員で
「め
ぐりあい」
の合唱。
このキャンプで初めて顔を合わす人達も一つになれたひと時でし
あっという間に
夜はまだまだ続きます。飲み物とおつまみを片手に、
ホールのあちらこちらで、趣
キツネのお面！ た。
味や旅行、昔の懐かしい話をしている間に1日が終わりました。
２日目は選択プログラム。
自然観察「フォト」
と
「野遊びいろいろ」
の２コース。
「フォト」
コースは木内功氏指導
の元、各自が持参したデジタルカメラを片手に、素敵な自然を探しにフィールドへ出ました。色付いた葉を接写し
たり、木の実を並べてみたり。一つの被写体に様々な角度から迫ってみたり。後で自慢のフォトをプロジェクター
で写し出し、
みんなに披露しました。
「野遊び」
コースは、松井鴻氏による自然物を使ったクラフト。
こちらも先ずはフィールドに出て、歩きながら身
近な枝や木の葉を使って、
フクロウやカゴ、皿、
キツネのお面など解説付きでその場で作られました。
そう言えば、
昔はいろいろ作って遊んでましたよネ。
その後、
しめ縄作りに挑戦。わらを両手で捻るのがポイントですが、
なか
なか難しい所です。手のみならず、
口も動かして楽しい時間を過ごしました。
自分のペースで思い思いに晩秋の能勢を満喫した、素敵世代のステキなキャンプでした。
（財）大阪府青少年活動財団

武村 尚史（広報部会）
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10月10日
（土）から12日
（月・祝）の３連休に、第19回
全国キャンプ大会が、高知県キャンプ協会の主管で開催
されました。会場の国立室戸青少年自然の家には、全国
から290名余りの参加者が集いました。開会式では、
CAMPING AWARDの表彰が行われ、
１７名と３団体に
盾が贈られました。大阪府からは、社団法人ガールスカウ
ト日本連盟大阪府支部が受賞され、高木支部長が代表で
受け取られました。
開会式に引き続き行われた大阪体育大学学長の永吉
宏英先生の基調講演では、
キャンプの今後の方向性につ
いて、
いくつかの貴重な提言をいただけました。
その後は、
「ユニバーサルキャンプ」
「環境と野外活動」
などの４つの分科会やウェルカムパーティと内容豊富な
プログラムが続きました。
２日目はフリーチョイスプログラムとして、室戸の地な
らではの12コースが準備されていました。夜の懇親会で
は、鳴子踊りが披露され、参加者も鳴子を手にして、踊り
興じました。
そして最終日には、
ワークショップが行われ、
高知県キャンプ協会による
「カツオのタタキ実演」
など、参
加者は思い思いのプログラムに参加しました。
土佐高知の歴史や自然、豊かな文化、そして厚い人情

に触れる体験のできた濃い３日間を過ごしました。帰阪
の車中では、来年の岐阜大会へ想いをはせながら、
あらた
めて全国津々浦々のキャンプ人の熱い想いを確かなもの
と再認識し、
キャンプの更なる発展を確信することができ
ました。

大阪人間科学大学 森園 忠勝
（大阪府キャンプ協会 理事）

みんな、
鳴子を手に

授賞式での
GS 高木
支部長

・
・
・
・日本の組織キャンプ展開から・
・半世紀を越えて・
・
・場・プログラム・人の・
・これからを再 考のとき・
・
・
・
（財）
大阪府地域福祉推進財団

かれこれ40年前、大阪のキャンプ協会
のルーツともいうべき「組織キャンプ研
究会」が大阪Ｙ・神戸Ｙとアサヒキャンプ
そして能勢の野外活動センターのスタッ
フ15人ほどで開始された。夏のキャンプ
シーズンを除いて毎月例会を持ち、その
6年後には研究したものをまとめて出版
した。それが250ページにおよぶ「キャ
ンプＣＡＭＰ・その理論と実際」
（ミネル
ヴァ書房・初版２千部）であった。
1977年の初版を久し振りに開いてみ
た。はじめの記述に「キャンプの実態は
知らなくてもキャンプということばを知
らない人はいないと思われる。しかも現
在の小学生高学年以上でいわゆる青少
年といわれる広いゼネレーションでは、
一度もキャンプ経験がないという人を探
すのに骨がおれるという有様である。し
かし一方 すべての児童は、よい遊び場
と文化財を用意され、わるい環境からま
もられる という児童憲章の条文が空文
化されている社会の現状から、青少年の

坂谷

恵司（専門委員長）

キャンプの運営は誰もが簡単にできるこ
とではなく、理論と経験にうらづけられ
た受容的人格のある専門スタッフでなく
大阪府キャンプ協会会長 吉水泰彦
てはその成果を到底望むことはできな
い。」とあり、当時の状況がうかがえる。
さて、30年を経過した現状と比較すれば
どのように変化したのか共に考えたい。
公営施設が約640カ所を数え、キャンプ
の仲間も増え、全国各地にキャンプ協会
が設立されてきた。しかし一方で、大阪
でも近年老舗キャンプの50年での残念
健全育成といえば組織キャンプだという な閉鎖や能勢のセンターの設置条例の
過大と思える期待を背負い込みつつある 廃止、財政難を理由に多くの公的施設の
ともいえる。事実、政府をはじめ各地方自 指定管理者制度の導入と経費削減が相
治体では政策の一つの目玉商品として組 次ぐ状況となっている。多くの従事者が
織キャンプ場の建設をかかげ、各地で公的 努力を続ける中で少子化多様化の世情
とデフレの追い打ちに無情とも変転とも
な野外施設が次々誕生している。
このように組織キャンプは期待され、 いえるさまであるが、これからが真の方
その当事者はこれに応えようと努力し 向を開く改革と自立への道、専門家の時
ている。しかし問題は施設ができたとし 代と考えたい。
ても、実際にだれが、どのように組織化
し、運営するかということである。組織

ファイアーサイドのおしゃべり

・
・
・
・ベーデンパウエル卿のボーイスカウト・
・
・夫人のガールガイド活動展開より10 0 年 が 経 過・
・
・
・
２
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【平成２１年度大阪府キャンプ協会 助成対象事業 活動報告】

精神障がい者のための野外活動
〜日本での実践の試み〜

１.日本 の 精 神 障 が い者 の自立 の 困 難

1987年の精神保健法の成立以来、徐々に制度は整えられつつあ
るものの、実際、我が国での精神障がい者の自立はそれほどはか
どってはいない。人の心にある偏見や差別は根深いし、就労や医療
面、経済面などの障壁は高い。大半の人が病院は出たけれど、本人
が希望する社会生活を営めていない状態にあるといっても言い過
ぎではないだろう。私たちはこうした精神障がい者と呼ばれる人の
自立を目指して、冒険キャンプを試みている。

NPO法人キャンピズ 石田易司

藤原一秀

私たちは2006年3月、5人の精神障がい者を対象に最初のデイ
キャンプを実施し、その後年間3〜4回のペースで宿泊キャンプを
し、徐々に遠方へ遠征をし、冒険的なプログラムを取り入れるという
風に、体験の幅を広げ、昨年（2008年）高知県の四万十川でカヌー
トリップを実施した。そして今回、3000メートル級の山に登り、精神
障がい者も準備をし、ステップを踏めば、冒険活動も可能なことを
実証した。最初は宿泊すること、みんなで鍋を囲むこと、
知らない人と入浴することなど、
様々なことに抵抗を示した人が、
今では当たり前のようにテントで
宿泊することができるようになっ
たのだ。
こうしたことが可能になったの
は、私たちの呼びかけに対して、精
神障がい者の地域生活支援セン
昨日はじめて出会
った
ターや授産施設のワーカーの支援
仲

ポラリスとは、北極星のことです。その昔、船乗りは
北極星をたよりに、航海していました。今日、私たち
がキャンプを行う上でたよりとするものは…

キャンプの魅力

〜キャンプとは学びであり成長である〜

キャンプ活動と自分

のもと、当事者たちが大いに興味を示した結果といえる。

３.乗鞍登山

里山の自然学校「紀泉わいわい村」

枚方市野外活動センター

髙木 華江

大北 祐甫

今回の乗鞍岳登山は、9月4日〜6日の2泊3日、3人の当事者と5人
の学生ボランティア、3人の福祉施設職員が参加した。7月、8月の2
回、事前に大阪近辺で軽登山を行い、山の自然や歩くこと、参加する
メンバーに慣れた上で、3000メートル級の山としては最も登山しや
すい乗鞍岳を選んで行った。
普段から歩くことのほとんどない当事者のこと、どこまでいける
かと心配もしたが、畳平のバス停から約４時間の登山は、好天にも恵
まれて、息も絶え絶えという状況ではあったけれど、当事者3人とも
無事頂上に立つことができた。たくさんの人が休憩する頂上で、当事
者の一人が突然、万歳を三唱しようと言い出した。よほどうれしかっ
たのだろう。みんなで万歳を、恥ずかしげもなく、堂々と叫んだ。
経済的に恵まれない精神障がい者のこうした活動に、大阪府キャ
ンプ協会が助成金を出してくれたことに大いに感謝したい。

2.冒険プログラムの可能性としくみ

キャンプへの思い

「キャンプ」
と出会ったのは、大学 1 年生の春、友達からリー
ダー募集のチラシをもらい一緒に見学に行ったことから始ま
りました。それまではキャンプというものに無縁の生活を
送っており、初めての経験ばかりでした。私にとってキャンプ
場での活動はすべてが学びで、楽しい事だらけでした。
また、多くの人との出会いを通してどっぷりとのめり込ん
でいき、その出会いに導かれ、今では里山の自然学校紀泉わ
いわい村のスタッフとして人や自然と関りながら日々勉強を
しています。里山の生活には先人の知恵がたくさんつまって
おり、感心させられてばかりです。そんな生活の知恵や都会
ではなかなか感じる事のできなくなってきた四季のすばらし
さ・自然の中で遊ぶ楽しさをお客様に思う存分楽しんでもら
えるよう日々活動を行っています。
まだまだ勉強不足で、時にはお客様からいろんなことを教
わったり、地元のおじいちゃんから教わったりと学ぶ事だら
けです。その学び一つひとつが私自身の成長につながり、私
の宝物です。
これからもたくさんの事を学び、多くの方に伝
えていけるよう努力していきたいと思います。

を
何度も休憩 がら
はさみな

「キャンプに行って帰ってきたら、一回り成長して帰ってき
た。」
キャンプ場で仕事をするようになった今でも、自分にも同
じことが言えるような気がします。キャンプに参加すれば、
自分とは違う考え方を持った人とコミュニケーションをとり
ながら協力すること等、人間関係の構築はキャンプでも仕
事上でも必要な事の一つです。それに、指導・企画・運営
の立場に立ってみると、事故を未然に防ぎ、安全で魅力的な
プログラムを提供できるような知識・技術・経験も必要に
なってきます。学生時代に経験したリーダーとしてのキャン
プ活動よりも責任が伴いますが、自分にとって楽しくもあ
り、成長の場であると思っています。
これから先、野外活動センターを利用の皆さんに喜んで
もらえるように、一緒に働く職員や学生ボランティアと共
に、日々成長しながら頑張っていきたいと思います。

やっと山頂！
感動もひとしおです

間とともに

第２部

自然体験活動指導者養成講習会
文部科学省委託 青少年体験活動総合プラン 小学校長期自然体験活動支援プロジェクト事業
主催：
（社）日本キャンプ協会

簡単！！丸ごとオレンジケーキ

10月16日(金)〜10月18日(日)の2泊3日、
大阪府立総合青少年野外活動センターで開催された「自然体験活動指導者
養成講習会」に参加しました。講習会では、
キャンプ協会の「キャンプを通じた人づくり」
という基本理念に沿い、指導
者として必要な知識・技術のみならず、
基本的なプログラムの考え方や果たすべき使命、
役割について学びました。
初日は開講式の後、
「体験活動の指導法」
で
「つどいで話せるショートストーリーの作成」
というお題のもと、
フィール
ドを巡る実習を行い、
その後、
「教育課程と体験活動の関連性」
では、時代のキーワードを辿りながら求められる自然体
験活動とは何かを考えました。夜には、
「学校教育における体験活動の意義」
で、小学校の教頭先生より直接体験の不
足、人間関係の希薄さ、生活習慣の乱れをキーワードにお話を伺いました。
2日目は
「対象の理解」
に関する二つの講義があり、前者では子どもの発育発達の面から運
動生理の研究成果を紹介する講義が、後者では学校現場から子どもや学校の状況について示
唆に富むお話がありました。午後からは
「安全管理」
でリスクマネー
ジメントを学び、
その後「プログラムの企画と立案」
でグループごと
に所与の条件でプログラムを企画・立案する演習を行いました。
3日目は
「体験活動の指導法」
として前日の演習を踏まえ、実際に
フィールドでの実習
プログラムを進行し、評価し合う実習を行いました。
今回の講習会では、異なる背景を持つ参加者とのやりとりやグループ実習を通して、非常
グループ討議と発表
に多くの刺激や示唆を受け、
また個を尊重し、多様性を認め合うことの大切さを学びました。
今後、
自然体験活動を指導する際に、
こうした気づきや学びを活かしてゆきたいと思います。
（財）大阪市青少年活動協会
4
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山下 耕二

オレンジの香りがたまらないほくほくケーキ！ぜひチャレンジしてください。
（財）大阪府青少年活動財団

武村 尚史（広報部会）
④混ざったものを、くり抜いたオレンジの中に８分目ほど入
れて、カットした部分でフタをします。

【材料】6個分
・オレンジ 6個
・ホットケーキミックス 150ｇ
・卵 1個 ・砂糖 適量

⑤アルミホイルで、オレンジ全体を包み込み、焚き火の中に
そのまま入れます。時々向きをかえて、
１５分〜２０分くらい
で焼きあがります。
（皮が少々焦げていても、中身は大丈夫です。）

《作り方》
①オレンジを上から1/5あたり
でカットして中をくり抜きます。
②ボウルに卵、砂糖を入れ、くり
抜いたオレンジ果汁と果肉を入
れ、混ぜます。このとき、果汁と果
肉は、半分程度でOKです。

⑥アルミホイルをあけたら、焼けたスポンジが、フタから少
し出ている程度が丁度です。
フタを開けて、スプーンで
食べるもよし。皮をむいて
食べるもよし。

ホットケーキミックスを
入れました。

③２の中にホットケーキミックスを入れて、さらに混ぜます。

きれいに焼きあがりました。
5
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私たちは2006年3月、5人の精神障がい者を対象に最初のデイ
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様々なことに抵抗を示した人が、
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北極星をたよりに、航海していました。今日、私たち
がキャンプを行う上でたよりとするものは…
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〜キャンプとは学びであり成長である〜

キャンプ活動と自分

のもと、当事者たちが大いに興味を示した結果といえる。

３.乗鞍登山

里山の自然学校「紀泉わいわい村」

枚方市野外活動センター

髙木 華江

大北 祐甫

今回の乗鞍岳登山は、9月4日〜6日の2泊3日、3人の当事者と5人
の学生ボランティア、3人の福祉施設職員が参加した。7月、8月の2
回、事前に大阪近辺で軽登山を行い、山の自然や歩くこと、参加する
メンバーに慣れた上で、3000メートル級の山としては最も登山しや
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普段から歩くことのほとんどない当事者のこと、どこまでいける
かと心配もしたが、畳平のバス停から約４時間の登山は、好天にも恵
まれて、息も絶え絶えという状況ではあったけれど、当事者3人とも
無事頂上に立つことができた。たくさんの人が休憩する頂上で、当事
者の一人が突然、万歳を三唱しようと言い出した。よほどうれしかっ
たのだろう。みんなで万歳を、恥ずかしげもなく、堂々と叫んだ。
経済的に恵まれない精神障がい者のこうした活動に、大阪府キャ
ンプ協会が助成金を出してくれたことに大いに感謝したい。

2.冒険プログラムの可能性としくみ

キャンプへの思い

「キャンプ」
と出会ったのは、大学 1 年生の春、友達からリー
ダー募集のチラシをもらい一緒に見学に行ったことから始ま
りました。それまではキャンプというものに無縁の生活を
送っており、初めての経験ばかりでした。私にとってキャンプ
場での活動はすべてが学びで、楽しい事だらけでした。
また、多くの人との出会いを通してどっぷりとのめり込ん
でいき、その出会いに導かれ、今では里山の自然学校紀泉わ
いわい村のスタッフとして人や自然と関りながら日々勉強を
しています。里山の生活には先人の知恵がたくさんつまって
おり、感心させられてばかりです。そんな生活の知恵や都会
ではなかなか感じる事のできなくなってきた四季のすばらし
さ・自然の中で遊ぶ楽しさをお客様に思う存分楽しんでもら
えるよう日々活動を行っています。
まだまだ勉強不足で、時にはお客様からいろんなことを教
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けです。その学び一つひとつが私自身の成長につながり、私
の宝物です。
これからもたくさんの事を学び、多くの方に伝
えていけるよう努力していきたいと思います。

を
何度も休憩 がら
はさみな

「キャンプに行って帰ってきたら、一回り成長して帰ってき
た。」
キャンプ場で仕事をするようになった今でも、自分にも同
じことが言えるような気がします。キャンプに参加すれば、
自分とは違う考え方を持った人とコミュニケーションをとり
ながら協力すること等、人間関係の構築はキャンプでも仕
事上でも必要な事の一つです。それに、指導・企画・運営
の立場に立ってみると、事故を未然に防ぎ、安全で魅力的な
プログラムを提供できるような知識・技術・経験も必要に
なってきます。学生時代に経験したリーダーとしてのキャン
プ活動よりも責任が伴いますが、自分にとって楽しくもあ
り、成長の場であると思っています。
これから先、野外活動センターを利用の皆さんに喜んで
もらえるように、一緒に働く職員や学生ボランティアと共
に、日々成長しながら頑張っていきたいと思います。

やっと山頂！
感動もひとしおです

間とともに

第２部

自然体験活動指導者養成講習会
文部科学省委託 青少年体験活動総合プラン 小学校長期自然体験活動支援プロジェクト事業
主催：
（社）日本キャンプ協会

簡単！！丸ごとオレンジケーキ

10月16日(金)〜10月18日(日)の2泊3日、
大阪府立総合青少年野外活動センターで開催された「自然体験活動指導者
養成講習会」に参加しました。講習会では、
キャンプ協会の「キャンプを通じた人づくり」
という基本理念に沿い、指導
者として必要な知識・技術のみならず、
基本的なプログラムの考え方や果たすべき使命、
役割について学びました。
初日は開講式の後、
「体験活動の指導法」
で
「つどいで話せるショートストーリーの作成」
というお題のもと、
フィール
ドを巡る実習を行い、
その後、
「教育課程と体験活動の関連性」
では、時代のキーワードを辿りながら求められる自然体
験活動とは何かを考えました。夜には、
「学校教育における体験活動の意義」
で、小学校の教頭先生より直接体験の不
足、人間関係の希薄さ、生活習慣の乱れをキーワードにお話を伺いました。
2日目は
「対象の理解」
に関する二つの講義があり、前者では子どもの発育発達の面から運
動生理の研究成果を紹介する講義が、後者では学校現場から子どもや学校の状況について示
唆に富むお話がありました。午後からは
「安全管理」
でリスクマネー
ジメントを学び、
その後「プログラムの企画と立案」
でグループごと
に所与の条件でプログラムを企画・立案する演習を行いました。
3日目は
「体験活動の指導法」
として前日の演習を踏まえ、実際に
フィールドでの実習
プログラムを進行し、評価し合う実習を行いました。
今回の講習会では、異なる背景を持つ参加者とのやりとりやグループ実習を通して、非常
グループ討議と発表
に多くの刺激や示唆を受け、
また個を尊重し、多様性を認め合うことの大切さを学びました。
今後、
自然体験活動を指導する際に、
こうした気づきや学びを活かしてゆきたいと思います。
（財）大阪市青少年活動協会
4
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山下 耕二

オレンジの香りがたまらないほくほくケーキ！ぜひチャレンジしてください。
（財）大阪府青少年活動財団

武村 尚史（広報部会）
④混ざったものを、くり抜いたオレンジの中に８分目ほど入
れて、カットした部分でフタをします。

【材料】6個分
・オレンジ 6個
・ホットケーキミックス 150ｇ
・卵 1個 ・砂糖 適量

⑤アルミホイルで、オレンジ全体を包み込み、焚き火の中に
そのまま入れます。時々向きをかえて、
１５分〜２０分くらい
で焼きあがります。
（皮が少々焦げていても、中身は大丈夫です。）

《作り方》
①オレンジを上から1/5あたり
でカットして中をくり抜きます。
②ボウルに卵、砂糖を入れ、くり
抜いたオレンジ果汁と果肉を入
れ、混ぜます。このとき、果汁と果
肉は、半分程度でOKです。

⑥アルミホイルをあけたら、焼けたスポンジが、フタから少
し出ている程度が丁度です。
フタを開けて、スプーンで
食べるもよし。皮をむいて
食べるもよし。

ホットケーキミックスを
入れました。

③２の中にホットケーキミックスを入れて、さらに混ぜます。

きれいに焼きあがりました。
5
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アメリカのキャンプ新事情
〜イリノイ大学よりレポート〜

堂兼食堂に集まって、
みんなでピザを食べたあと図書室

に移動です。読書の時間かと思っていると、先生がギ

ターを持って登場しキャンプソングのような歌を歌いな

がらの本の読み聞かせが始まりました。低学年の子ども
達が多かったのですが、
みんな本当に楽しそうに歌って
体を動かしながら、話に聞き入っていました。
また、中学

校の体育の授業では、年度の初めにイニシアチブゲーム

スポーツ・レジャーマネジメントを専門とする冨山浩

のような活動をしていました。

三・大阪体育大学教授/日本キャンプ協会指導者養成委

歌
い
な
が
らの読み
聞かせ！

員は、米国流のスポーツ・レジャー活動と地域密着戦略

について研究を深めるため、現在イリノイ大学応用健康

学部レクリエーション・スポーツ・観光学科の客員研究

員として、今秋から米国に滞在しています。現地から米
国のキャンプ新事情を寄せてくれました。

「キャンプ」
がもつ意味の豊かさ
イリノイ州シカゴでは地域のデイキャンププログラ

ンプなどのスポーツキャンプ、文化芸術などのキャン
はっきりしたキャンプが行われています。そしてキャン

私たちは、野外炊飯をしたり、歌を歌ったり、
ゲームを

したり、
イニシアチブゲームをしたり、登山をしたり、
ス

持っていますが、アメリカでは、人が集まって何かの目

“キャンプ”を企画しています。
ところがアメリカでは、
そ

的で活動することもキャンプと呼んでいます。参考ま

でにウイキペディアの日 本 語 版 でキャンプ を引くと

「露営、野営、宿営」という言葉が出てきますが、英語

ポーツをしたりといったアクティビティを組み合わせて、

こでセットになっているキャンプのアクティビティを

“パーツ”に分解して、
目的にあわせて様々な場面で用い

ているのです。たとえば、図書室での読み聞かせにキャ

版で引くと「野外施設とレクリエーション(outdoor

ンプソングを活用したり、
イニシアチブゲームを体育の

まり(gathering of people)」
と出てきます。
日本のよう

キャンプの指導者が持っている知識や技術というの

accommodation and recreation)」
の他に
「人々の集

に
「スポーツ教室」
というと勉強としてきちんと取り組ま

なければいけないイメージがありますが、
「スポーツキャ

ンプ」
というと、楽しそうなイメージになりますよね。

で活用できると言うことを、改めて感じています。

先日、息子の通う小学校の
「リーディングナイト」
とい

うイベントに参加してきました。
夕方6時に小学校の講

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

大阪体育大学教授 冨山 浩三
（調査研究部会）

リスクマネジメントセミナー
日

時 2月27日（土）13時〜21時

B U C対 象 事

業

時 2月6日（土）13時30分〜7日（日）15時

場 所 関西国際大学 尼崎キャンパス

場 所 府立羽衣青少年センター 宿泊：大阪国際YH

対 象 野外教育・野外活動に関わる方・これから始める方

内 容 基調講演、ワークショップや最新の情報提供等、自然体

定 員 100名

験活動・野外活動指導者の、安全対策面での資質向上

参加費 一般 2,000円 学生 1,000円

を図ります。
参加費 全期間：一般8,000円 学生6,000円（1泊3食込み）

シンポジウム、交流交歓会など
内 容 研究・実践事例発表、

1日程：一般4,500円 学生3,500円

主 催 関西野外活動ミーティング2010実行委員会
予 告

定 員 80名

キャンプ指導者講習会

主 催 日本キャンプ協会・ 関西テレビ青少年育成事業団

日 程 理論 4月24日（土）10時〜16時
実技 5月1日（土）〜3日（月・祝）
※会場・参加費等詳細につきましてはHP等でご案内いたします。
３月初旬予定

野外活動促進セミナー

TEL 06-6167-1200
完成
！

報告書

昨年度開催いたしました日本キャンプ協
会キャンプアカデミー（大阪府キャンプ
協会キャンプサロン）をまとめた報告書
ができました。ご希望の方は事務局まで。
（実費頒布500円）

主 管 大阪府キャンプ協会

〈お問合わせ・申し込み〉
大阪府キャンプ協会 事務局（担当：今井）
TEL 06-6167-1200
FAX 06-6167-1201
E-Mail osaka@camping.or.jp

問合せ先：NAC事務所 Eメール nac@npo-nac.jp
TEL 06-4308-5979 FAX 06-4308-5980
プロジェクトWETエデュケーター
イニシアティブゲーム体験講習会
（２１年度大阪府キャンプ協会 助成対象事業） 養成講習会

NPO法人ナック（NAC）

『発達障がいについて考える』

内 容 青少年育成関係者・野外教育・野外活動関係者等を対象 水や水資源について理解を深め、水の大
に、イニシアティブゲームを体験し、その指導法を学ぶ。 切さを考え学ぶ、参加体験型プログラム。

平成22年3月6日（土）13時〜7日（日）14時
日 程
大阪府立青少年海洋センター
場 所
一般 13,000円 学生 11,000円
参加費 一般 9,000円 学生 6,000円

新会員名簿（12月15日現在

チーム作りに活用したりと言った具合に。

は、教育活動やレクリエーション活動のいろいろな場面

日本キャンプ協会
テーマ 「危険予知を考える」

テーマ 「幼児キャンプ〜その効果と可能性を探る〜」
日

様々な場面で活用できるキャンプの知識

プという言葉の持つ広がりの違いを感じます。私たち

はキャンプというと自然体験活動と言うイメージを

関西野外活動ミーティング2010 B

業
U C対 象 事

（大阪府青年の家等連絡協議会総会）
（第2回キャンプサロン）

ムが企画されています。サッカーキャンプやダンスキャ
プ、そしてネイチャーキャンプなど、取り組むテーマが

大阪府キャンプ協会

敬称略 順不同）

植松 準也

尾上 智美

斉藤 聖華

田中 大輔

濱家 由佳子

藤田 和樹

矢後 恵太郎

木村 彰秀

東 優佳里

片岡 奈津美

數藤 駿

谷口 智子

板東 浩平

藤田 夢中

八坂 慶子

樋口 麻美子

今津 亜津沙

角島 唯佳

高木 菜弓

團野 紗己

東川 有紀

藤原 翔一

梁瀬 大介

岩本 沙弥

金岡 ちづる

高松 悠

鶴田 真巳

肥後 史弥

別所 拓真

山口 貴史

上田 浩平

川崎 和貴

竹中 保揮

中島 亜都美

平松 龍矢

松本 有未

山下 範子

大津谷 朋未

菅田 斉

太才 美幸

並木 聡子

藤井 彩

宮澤 育実

山田 寛隆

大朝 涼

小山 幹生

立花 友香

西垣 良太

藤井 大賀

宮田 智美

山元 雄太

尾﨑 大輝

小和田 大樹

田中 亜沙美

英 亮太郎

藤島 裕也

村田 和隆

柚木 幸
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参加費 全期間：一般8,000円 学生6,000円（1泊3食込み）

シンポジウム、交流交歓会など
内 容 研究・実践事例発表、

1日程：一般4,500円 学生3,500円

主 催 関西野外活動ミーティング2010実行委員会
予 告

定 員 80名

キャンプ指導者講習会

主 催 日本キャンプ協会・ 関西テレビ青少年育成事業団

日 程 理論 4月24日（土）10時〜16時
実技 5月1日（土）〜3日（月・祝）
※会場・参加費等詳細につきましてはHP等でご案内いたします。
３月初旬予定

野外活動促進セミナー

TEL 06-6167-1200
完成
！

報告書

昨年度開催いたしました日本キャンプ協
会キャンプアカデミー（大阪府キャンプ
協会キャンプサロン）をまとめた報告書
ができました。ご希望の方は事務局まで。
（実費頒布500円）

主 管 大阪府キャンプ協会

〈お問合わせ・申し込み〉
大阪府キャンプ協会 事務局（担当：今井）
TEL 06-6167-1200
FAX 06-6167-1201
E-Mail osaka@camping.or.jp

問合せ先：NAC事務所 Eメール nac@npo-nac.jp
TEL 06-4308-5979 FAX 06-4308-5980
プロジェクトWETエデュケーター
イニシアティブゲーム体験講習会
（２１年度大阪府キャンプ協会 助成対象事業） 養成講習会

NPO法人ナック（NAC）

『発達障がいについて考える』

内 容 青少年育成関係者・野外教育・野外活動関係者等を対象 水や水資源について理解を深め、水の大
に、イニシアティブゲームを体験し、その指導法を学ぶ。 切さを考え学ぶ、参加体験型プログラム。

平成22年3月6日（土）13時〜7日（日）14時
日 程
大阪府立青少年海洋センター
場 所
一般 13,000円 学生 11,000円
参加費 一般 9,000円 学生 6,000円

新会員名簿（12月15日現在

チーム作りに活用したりと言った具合に。

は、教育活動やレクリエーション活動のいろいろな場面

日本キャンプ協会
テーマ 「危険予知を考える」

テーマ 「幼児キャンプ〜その効果と可能性を探る〜」
日

様々な場面で活用できるキャンプの知識

プという言葉の持つ広がりの違いを感じます。私たち

はキャンプというと自然体験活動と言うイメージを

関西野外活動ミーティング2010 B

業
U C対 象 事

（大阪府青年の家等連絡協議会総会）
（第2回キャンプサロン）

ムが企画されています。サッカーキャンプやダンスキャ
プ、そしてネイチャーキャンプなど、取り組むテーマが

大阪府キャンプ協会

敬称略 順不同）

植松 準也

尾上 智美

斉藤 聖華

田中 大輔

濱家 由佳子

藤田 和樹

矢後 恵太郎

木村 彰秀

東 優佳里

片岡 奈津美

數藤 駿

谷口 智子

板東 浩平

藤田 夢中

八坂 慶子

樋口 麻美子

今津 亜津沙

角島 唯佳

高木 菜弓

團野 紗己

東川 有紀

藤原 翔一

梁瀬 大介

岩本 沙弥

金岡 ちづる

高松 悠

鶴田 真巳

肥後 史弥

別所 拓真

山口 貴史

上田 浩平

川崎 和貴

竹中 保揮

中島 亜都美

平松 龍矢

松本 有未

山下 範子

大津谷 朋未

菅田 斉

太才 美幸

並木 聡子

藤井 彩

宮澤 育実

山田 寛隆

大朝 涼

小山 幹生

立花 友香

西垣 良太

藤井 大賀

宮田 智美

山元 雄太

尾﨑 大輝

小和田 大樹

田中 亜沙美

英 亮太郎

藤島 裕也

村田 和隆

柚木 幸

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

Vol. 71

OSAKA CAMPING ASSOCIATION
新しい出会いがあるかもね。
Vol.

異業種からの野外活動施設の指定管理運営 Ⅰ

2010年冬号
平成22年１月15日

大阪府キャンプ協会 理事／大阪府立総合青少年野外活動センター 所長
指定管理者 大阪府森林組合 菅沼 肇

平成18年4月、大阪府立総合青少年野外活動セン

ターの指定管理者として新たな運営がスタートしまし

下刈や間伐・枝打などの育林、伐採など
『山』
を主要事

が大きく変わると混乱をきたすおそれがありました。

市場や製材所の運営、
木造住宅の建築など
『木』
に係わ

る事業や近年では木質バイオマスを使ったペレットの

製造など
『環境』の事業も伸びてきています。
しかし、

前から予約申し込みをされている方が多く、運営方法

そういったことから初年度はスムーズな移行を目指し

ていたので基本的にそれ以前のやり方を踏襲しまし
た。

いかなければなりません。森林組合らしさを出すため、

ーの運営実績です。
これら施設の運営実績や森林・木

ただいた方に好感を持っていただけるようなハード面

森林整備や木材の活用などを積極的に進め、来場い

に関するノウハウを次世代の森づくり・人づくりに生

での施設づくりに力を入れてきました。
おかげ様で、施

管理に参入した目的でした。

営方法の方向性は間違っていなかったと自負しており

かしていきたいというのが野外活動センターの指定
さて、実際に運営にあたってみると、全くの素人集

団ですから、
どこにどんな施設や設備があるのか組織

設がきれいになったと利用者から好評を得ており、運

ます。

もうひとつの問題は、青少年活動財団との関係でし

キャンプとはどんなものかなど解らないことだらけで

た。当センターのスタッフには、前述したように森林組

は、開設以来当センターを管理運営してきた大阪府青

大阪府との契約には、森林組合・財団との間には役割

一から覚える事ばかりでした。
そういう時助かったの
少年活動財団の存在でした。今回の指定管理の契約

には、
引継要員や専門プログラムの指導スタッフとし

て財団職員が初年度8名配属され、以後段階的に削

減され最終5名の配属となっていました。
これらの財

合職員の他に、
財団の職員が数名配置されていました。
分担が記されていましたが、
現実に明確な役割分担を
進めていくのは難しいことでした。
そこで、初めから役

割分担を明確にせず双方が乗り入れで互いに協力をし

ながらやっていこうという方法をとりました。
良い仕事

団職員の方に支えられて何とかスムーズな運営が出

は良い職場環境から生まれてくると思い、互いの溝を

今回の指定管理にあたって事業計画を提出してい

結果、大きな問題もなく3年間運営して来れたのだと

来てきたのかなと思っています。

ますが、実際の運営に当たっては計画通りにはなかな
か実行できない事もたくさんありました。運営実態が

作らず良い協力関係を築くよう努めてきました。
その
思います。
（次号に続く）

事務局日誌
広報部会（森之宮庁舎）
■10月16日
（金）
キャンプディレクター２級養成講習会（PD）
■10月16日
（金）
（府立総合青少年野外活動センター）
〜18日
（日）
キャンプディレクター２級養成講習会（MD）
■10月17日
（土）
（府立総合青少年野外活動センター）
〜18日
（日）
キャンプディレクター１級養成講習会
■10月30日
（金）
（府立総合青少年野外活動センター）
〜11月3日（火・祝）
素敵世代野外学校
■11月28日
（土）
（府立総合青少年野外活動センター）
〜29日
（日）
■12月5日（土）
・6日（日）ＣＤ塾「酒井哲雄のキャンプの世界Ⅱ」
（大阪ＹＭＣＡ国際文化センター）

編集後記
「21 世紀出生児（2001 年生）」
7 3.7％の子どもが、
テレビ・携帯
ゲームをしている。
（厚労省調べ）
冬こそキャンプでアウトドアへ！！
（武村）
編集：大阪府キャンプ協会 広報部会
城越幸一、武村尚史、中山羊奈、
橋本啓、橋本恵典、松田寿春
※ご意見・ご希望がありましたら事務局まで
お寄せ下さい

大阪府キャンプ協会は、会員及び事業参加者等の個人情報については、適切・厳重に管理・保護してまいります。

〒536-0025 大阪市城東区森之宮1-6-102 森之宮庁舎２階 ユースサービス大阪内
TEL : 06-6167-1200 FAX : 06-6167-1201 Contact : osaka@camping .or.jp
ホームページ : http://www.osaka-camping.jp

この広報誌はホームページからもご覧いただけます。

酒井哲雄のキャンプの世界Ⅱ
〜阿南から、東京から、明日のキャンプを考える〜

一方で指定管理者制度導入による変化も追求して

なんといっても今回の指定管理を受けた決め手は
『観

光』事業である昭和54年開設の高槻森林観光センタ

発行者／吉水泰彦

状態で計画通りに進めてよいということになります。

しかし、
センターの利用者の大半はリピーターで、1年

業にしています。
また、
伐採した材をセリ売りする共販

編 集／大阪府キャンプ協会

細かく募集要項に記されておらず、逆にいえば白紙の

た。我々大阪府森林組合は、大阪府内の森林所有者約

7千人の出資により設立された協同組合です。植林、

71

＜日本キャンプ協会ＢＵＣ対象事業＞

ンプは
皆さんのキャ プですか？
どんなキャン

日 程
平成21年12月5日
（土）
・6日
（日）
会 場
大阪YMCA国際文化センター
参加者
5日35名・6日25名

か？
キャンプ仲間の輪が広がっています

キャンプの価値について語れますか？

大阪府キャンプ協会では関西の組織キャンプの先達である先輩 CD（キャンプデ
ィレクター）をお招きし、お一人おひとりのキャンプの世界、辿って来られた道か
ら学ぶ機会として、CD 塾を開催しています。
今回の CD 塾は講師として史上初めて２回目となる酒井哲雄氏（日本キャンプ
協会名誉会長）をお招きし、永吉宏英氏（大阪府キャンプ協会副会長 / 大阪体育大
学学長）がコーディネーターを務め開催されました。会場には現役バリバリの大学
生から大先輩であるシニアの指導者まで幅広い世代
様々なお話を語っていただきました
のキャンプ仲間が集いました。
初日のセッションでは幼少期から、戦中、戦後と酒
井氏の貴重な写真をスライドしながら、キャンプと
の出会いとなる、瀬戸内の島での母親との初めての
キャンプから始まり、人生の歩みと共に組織キャン
プの足跡をたどるお話となりました。その中でも海
洋キャンプの先駆けである YMCA 阿南国際海洋セ
幼少の頃よりの貴重なお話も…
ンターや、鹿屋体育大学海洋スポーツセンター開設
当初のお話は大変興味深く、また現代社会における組織キャンプの果たすべき役
CD 塾で熱心に聞き入るみなさん
割まで、会場のキャンプ仲間の質疑、ご意見を交えながら学びの時となりました。
２日目のセッションは大阪府キャンプ協会設立までの経緯、日本キャンプ協会でご尽力されてきた事、指導者養
成事業の推進、国際ネットワークの強化などについての想いを、過去の諸原稿などを交えながら伺いました。また、
今の野外活動で話題に上がる野外施設の指定管理
についてや、文科省が進めている自然体験活動指
導者養成の話なども、今後の組織キャンプへの期
待をこめてお話をいただきました。
酒井哲雄のキャンプの世界、その歩みから新
たな学びを深めると共に、キャンプを通して
の多くの出会い、豊かな交わりが希望に満ち
た人生を育むのだと感じました。酒井名誉会
長のキャンプの世界にどっぷりと浸かっ
た２日間となりました。
ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター橋本

啓

（広報部会）

OSAKA CAMPING ASSOCIATION

